
 うたせ学習として、現在、「５年ちびっこ農業物語」が
行われています。学校側のはからいで、企業庁から小学校
隣接の土地を借り受け、耕していただいた土地に、生徒た
ちが一坪栽培をしています。何を育てるかは、個人にまか
されているため、その種類はバラエティーにとみ、なす、
きゅうり、すいか、ピーマン、枝豆、ハーブ etc. と、収穫
時には、バーベキューにサラダ、はたまたお父さんのおつ
まみかしらと、夢はふくらみます。すでに、採りたてのな
すを、お味噌汁にしたご家庭もあるようで、その味は、格
別だったのではないでしょうか。

 親子一緒の自然体験も目標の一つということで、週末に
は、シャベルを持ったお父さん、バケツを持ったお母さん
達も繰り出します。' まるで、開拓地だな " と汗をふきな
がらシャベルで土をおこすお父さん達の姿も、そこでは、
微笑ましいのです。
 休み時間、放課後に、水やりや草取りをしながら、農園
の手入れにいそしむ子供達。理科の実験観察として、発芽
させた、とうもろこし、つるなしいんげんも、しっかり根

をはりました。
 整然とした街並みの中に、突然現れた農園ですが、この
夏は、ヤンマーさんの売り上げに影響が・・・(?) 、と懸
念されるほど、個性豊かな農園たちは、皆、とても元気で
す。
 そして、そこへ行くと、まぶしい夏の日差しと、愛情を
たっぷりうけて成長している野菜たちと、とびきりの笑顔
がかがやく子供達に出会えるのです。

打瀬小 5年　保護者
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コミュニティ誌編集局

打瀬小学校特別クラブ
ちょっと古い話になりますが、6 月 20 日に打瀬小学校で地域
学習の一環として行われている特別クラブに参加してきました。
これは、1 学期に 1 回、つまり年 3 回開かれるもので、地域住
民やグループが 1 日だけ先生となって、いろいろな勉強や実験
、遊びなどをやります。
6 月 20 日の特別クラブは、10 種類のクラブに 10 名から 30
名までに分かれ、4､5､6 年の生徒と父兄、計 247 名が参加しま
した。
いつもの先生達とは違う、地域の大人達から新しい事を学び、
子供達の目が興奮ぎみに輝いていたのが印象的でした。
私たち大人も、子供達と学ぶ楽しさを共有したり、物事の多面
性を見せてあげる事が必要だと感じました。次回はぜひ参加し
てみませんか？

昔遊び

ただいま石けりのルール解説中
くぎ立てもやりました。

グランドゴルフ

未来のプロゴルファー養成中？
好評のため毎回のようにやって
います。

フラワーアレンジメント

意外ときれいにできました。
男の子もいましたよ！

次ページにつづく

微生物研究

「水草は折れやすいから爪を立てるな
よ！」「でも試しに本当かどうかやっ
てごらん。」

5 年ちびっこ農業物語 家庭菜園の段
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コンピュータ

私たち何でもできるから、ただ
いまお絵描きソフトで遊んでい
る。

コアジサシの研究

お話しとビデオに子供は熱中、
「お父さん！後ろで寝ちゃだめ
でしょう！」

アメリカ発見
「実際に住んでいた人の話は違
うな！」すでに地球儀では色
んな国に行っています。

お話しの会

ろうそくと語りの口調に吸い
込まれ、みんな金縛り。

楽しく歌おう

「初めての曲は難しいな！先生
次は私の好きな歌にして！」

盆踊り、日舞

夏祭りのスターを目指して頑

いつも青空駐車をしているのはこの車だ !! 千葉西警察 遂に動く

 去る 6月 26 、27 日の両日、ベイタウン内の青空駐車を重視した千葉西警
察交通課が、パトカー 7台に分乗して迷惑駐車撲滅キャンペーンを行いまし
た。27日には地域交通安全推進委員会および自治会連合会交通委員会のメン
バーも合流し、総勢約 50名の大キャンペーンとなりました。実施内容は駐車
車両に啓蒙ビラを貼り付けると共にその車両ナンバーを控え、ベイタウン内
青空駐車ブラックリストとして千葉西警察のデータベース化を行うというも
のです。
 一方、連合会交通委員会においても、迷惑駐車車両の実態調査を独自に行
いデータベース化を進めました。交通委員会のデータによれば、自らの駐車
場を持たない常駐の青空駐車車両は企業庁駐車場内を含め約 200 台であり、
これらの車両はすべて特定されています。7月 12日よりこれらの車両に対しては下記のビラがはられ、連合会として注

意して追跡調査しています。下記のビラがはら
れている車両は駐車場を持たない常駐の青空駐
車車両であり、買い物帰りに一時的に路上に駐
車している車両とは区別してその対応を考える
べき車です。
 交通委員会のデータはすでに千葉西警察に手
渡され千葉西警察のブラックリストデータを補
強するものとなっています。ベイタウンニュー
スにおいても交通委員会の活動を全面的に支援
すると共に、今後も迷惑駐車撲滅のための呼び
かけを掲載する予定です。
本件に関するご意見ご要望があれば、リンコス

並びに各コンビニエンスストアに設置されてい

るごコミュニティ誌投書箱にご意見をお寄せ下

さい。

警 告
この車両は、幕張ベイタウン自治会連合会 交通委員会による、6/7 、

6/14 、6/21 、6/27 、7/5 の５回の迷惑駐車撲滅のための調査において、４

回夜間から早朝に渡り長時間路上に駐車されていることが確認されました。

この行為は、「幕張ベイタウンは駐車禁止がない街である」という論議とは

別の問題、つまり「非駐車禁止地域」を使った悪質な青空駐車であると考え

られます。交通委員会は、この車両を一般の路上駐車とは切り離して考え、

今後は迷惑駐車追放のための重点注意車両として必要な措置をとることとし

ます。

この車両の所有者は、すみやかに合法による車庫を確保し、その車庫へ移

動するようにお願いします。今後この車両による違法路上駐車が確認された

場合は、千葉西警察署への通報を含めた処理も考えます。その場合、これは

道路交通法違法ではなく車庫法違法車両として処理され、20万円以下の罰金

、または３カ月以下の懲役刑となり、前科１犯となります。

幕張ベイタウン自治会連合会 交通委員会
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 私たち家族は、主人の仕事の関係で 88年春から約 5年
間オランダのロッテルダムで生活しました。オランダと言
えば皆さん何を思い浮かべられますか、風車にチューリッ
プに代表されるきれいな風景を思い浮かべる方が多いので
はないでしょうか。オランダのみならずヨーロッパの街並
みは、個々の特徴をそなえながら、歴史と調和が感じら
れ、それまで住んでいた日本の街並みとは全く異なったも
のでした。
 オランダの家は、田舎を除くと殆どが集合住宅、日本で
いわれるタウンハウスかマンションでその多くは沿道型の
つくりです。そのような家に住むことになってまず気がつ
いたのは
－ カーテンは薄いものだけか、窓辺を装飾するようなも
のだけで、日本のように外から見られるのを遮断する
ような厚手のカーテンをしている家は殆どみられない。

－ 洗濯物を干す場所が外になく、洗濯物が干してあるの
が外から殆ど見えない。

－ 窓辺・ベランダを外に向かってデコレーションしてい
る家が多い － 花であったり、気の利いた小物で
あったり。クリスマスの時は外に向かって競って電飾
をする。

 そうです外に向かって家を美しく見せることに人々が気
をつかっているのです。
 我が家も、まけじと洗濯物はオランダ人に言われた通り
室内に干す。ベランダに花を植え、窓辺にクリスマスツ
リーを飾りと、周りに出来るだけ溶け込もうと努力しまし
た。
 そうしてそんな生活に慣れたころ帰国、前から住んでい
た家に戻ったのですが、しばらくするとヨーロッパの調和
のとれた街並みが恋しく思われるようになっていました。
そんな時にこのベイタウンに出会い、コンセプトに感じる
ものがあって住むことに決めました。
 この街はたしかに訪れる人に「日本ではないみたい」と
言わせる雰囲気を持っています。

 ヨーロッパの集合住宅を参考にしたという沿道型の住
宅、広く電柱もない歩道、緑の少なさは近くに大きな公園
があってカバーしてくれるし、日本にもこんなところが
あったのだと感激すらありました。
 さっそくベランダに花を飾り、クリスマスには窓辺に電
飾をとオランダに住んでいたときにやってきたことを始め
ました。昨冬は多くの家の窓辺・ベランダがデコレーショ
ンされ、そして今や多くのベランダが花で飾られており思
いを同じにする人が住んでおられるのを感じています。
 皆が素敵な街並みと感じる街にしたい。外に向かって "
美 " を発信していきたい。そのためには何をすればを考え
て行きたい。
 そんな仲間を増やしていければ、この街は思い出のオラ
ンダの街に近づけると思っている今日この頃です。

8 番街 吉識 敬子

オランダの街並み 街作りへの提言（シリーズ第 2回）

夏祭りシーズン到来！
今年も夏祭りの季節がやってきました。7月 5日（日）に行われた 1番街の七夕パーティーを皮切りに、各番街で楽し
い催し物が次々と企画されています。ここでは、各番街の催し物の予定をお知らせします。このリストを持っていれば、
今年の夏も退屈しないぞ！
（注：他番街の人にも開放されているかどうかは、番街毎に方針が異なるようです。お出かけ前にお確かめ下さい。来て
しまった人を拒むところはないとは思いますが…）

1 番街 七夕パーティー 7月 5日（日）実施済み

2番街 夏を涼しむ夕べ 8月 22 日（土）16:00 〜

3 番街 夏祭り 8月 22 日（土）16:00 〜

4 番街・6番街（合同）

花火大会 7月 20 日（月）実施済み

秋祭り 9月 5日（土）夕刻

5番街 夏祭り 8月 29 日（土）夕刻

8番街 ガーデンパーティー 8月 29 日（土）17:00 〜

10 番街 ガーデンパーティー 8月 30 日（日）17:00 〜

11 番街 ガーデンパーティー 8月 29 日（土）夕刻

12 番街 夏祭り 8月 22 日（土）16:00 〜

商店街 夏祭り 7月 24 日（土）実施済み 1番街 七夕パーティーにて



真っ赤なボディにイルカのマ

ークのバス。これが高浜幼稚園

の園バスです。昨年度ベイタウ

ンからのたった１名の園児のた

めに出されたこのバスで、今年

度は 37名の園児が元気に通園し

ています。

高浜幼稚園の最大の魅力は、保母さんのレベルの高さです。我々保護

者の強い希望もあり、各学年とも１クラス 10〜 15 名程の少人数で構

成され、園児１人１人の個性にあわせた対応が行われています。甘やか

すでもなく、頭ごなしに叱りつけるでもなく、いつも笑顔で子供たちを

包み込んで下さるその姿勢には、頭の下がる思いで一杯です。

また、すばらしい絵本が沢山取り揃えてあり、絵の世界を通じて子供

ならではの豊かな想像力を養うことにも力をいれています。私たち保護

者も絵の中の隠された意味に気付かされることもあり、感激することも

しばしば。

■場所 美浜区高浜 1-8-2（ベイタウンより園バスで約 10 分）

■保育時間 平日（月・火・木・金）8：45 〜 14：15

半日（水・第 1・3・５土）8：45 〜 11：30

※ 16：00 まで延長保育制度あり。

■昼食 月木 給食 火金 お弁当

■編集長、イタリアに行く

先月号でお知らせしたように、早めの夏休みをとって

妻とイタリア旅行に行ってきました。ヴェネチアに５日

間と、ナポリの南約 50 ｋｍのアマルフィという地中海

沿いの景勝地に５日間です。それぞれの街づくりにも特徴があり

（ヴェネチアは至る所が路地。アマルフィは絶壁に張り付く街）、

とても楽しめました。特に、アマルフィの奇観ときれいな海と抜

けるような空と美味しい料理は忘れられません。写真で紹介でき

ないのがとても残念です。興味がおありの方は、写真や美味しい

お店情報をお伝えしますので一声かけてください。

編集：１番街210号板東 司（211-0289 / tbando@dp.u-netsurf.or.jp）

■この街で、実はいろいろなことが起こっています。それをどん

なかたちでニュースで紹介するか、編集委員の間でも意見が

分かれるところです。自治連合会でも何が行われているかわ

からないという声も聞かれ、個人が集まって組織になったと

きの弊害として起こりうる不透明性・閉鎖性を感じずにはいられ

ません。ベイタウンニュースも情報開示に努めます。

タウンスケッチ記者：３番街 310 号佐藤則子（ 211-0090 ）

■ひまわりが咲いた。とうとう咲いた。一番大きなやつは 2メー

トルをはるかに超えている。深い黄色の巨大な花が、堂々と天に

向かって誇らしげに咲いている。見てくれ、ここが僕たちの街だ。

幕張ベイタウンだ。通るひとみんなに、胸を張って、凛と主張し

ている。 ／／ロシア種のひまわりの花はこんな文を恥ずかし

げもなく書かせる程の不思議な魅力を持っています。厚顔無恥

の魅力というか、日本人からは「負けそー」と思わず言わせそ

うな自己主張ぶりです。ウチの子はこんな花が大地いっぱいに咲

く国の子供たちとも、ちゃんとやっていけるのだろうか、そんな

事を考えながらひまわりの種の収穫祭のプランを練っています。1

万本のひまわりはこれからが見頃、収穫祭は 9月の終わりか 10 月

の初めです。

印刷手配：10番街612号室松村守康（ 211-6853/

m-matz@mxq.meshnet..or.jp）

■最近「切れそう！」にさせる輩について

・駅までの道のりでタバコの吸殻やゴミを平気で捨てる輩

（そのゴミを毎日拾っている住民がいるのを知ってますか？）

・駅前の駐輪場にいい加減に自転車を止める輩（その自転車を毎日

整理している住民がいるのを知っていますか？）

・ベイタウン内の道路や外来者用一時駐車場を我がもの顔で車庫が

わりに使っている輩（どんな言い訳しますか？）

・横断歩道で停まらない輩（車）（人をひいてからでは遅すぎます）

みんなお父さんでありお母さんなのでしょう。子どもの目にあ

なたはどう映っていますか？

企画：3番街 220 室金一剛（211-0388 / i kkim@xa2.so-net.or.jp）

■ベイタウンに住んでいて何か足りないなと思うのは、深い緑と

草花。もともと自然野街の計画ではないけれど、今の周りが空き

地のままではちょっと寒い気がします。みなさんで柵の外からで

も花の種を蒔けば、きっと来年には花畑になるのではと。花ゲリ

ラの登場です。

ニューフェイス：5番街 205 号田村伸彦（211-0095/

tamu@mes.co.jp）

前号でもお知らせした移動図書館は９月からス

タートする予定です。市の手続きができ次第、場

所・日時を掲示板やチラシでお知らせしますので、

もう少しお待ちください。

編

集

後

記

 おなかから声を出して歌うのは、心もからだも気持ちいい
ものです。歌の上手下手は問いません。楽しく歌って美しい
ハーモニーを奏でませんか？仲間を募集します。
活動は９月 10日（木）より始めます。
◆日時：毎月第 2・第 4木曜日の月２回 10：30 ～ 12：00
◆場所：パティオス３番街 集会室
◆会費：１カ月 1、000 円
 歌の指導は、佐藤柳さん（16番街）、ピアノは永木真紀さ
ん（10番街）が担当して下さいます。
★参加の希望、お問い合わせ先：
得藤圭子（211-6815/12 番街 510） 堀 悦子（
211-0219/3 番街 319）和田康子（211-0169/1 番街 508）

ベイタウンにコーラス（合唱）サークルができます！

ＳＯＳ！何かあったら「子供 110 番」へ！
このたび、子供たちの安全を図る目的で次のお店が「

子供 110 番」に協力していただけることになりました。

◇コロラド /211-0379 ◇ファミリーマート

/211-0838 ◇セオサイクル /211-0015 ◇セリオ

/211-0487 ◇サンエブリー /211-0138 ◇ちゃりん

こ /211-3579 ◇ベイタウン歯科医院 /213-0018 ◇

エーエム・ピーエム /299-7101 ◇ベイタウンクリニ

ック /212-0505 ◇ふらいぱん /299-5963

ベイタウン保育日記８ 
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 アリーナギャラリーやコン
ピュータ室脇に素敵な動物がい
るのをご存じですか。長い首で
優しく子供たちを見守るキリ
ン、打瀬小の守り神のように長
い体をギャラリーに巻き付けた
ヘビ、大空を悠然と滑空する鳥
など。これらの作品は、4年生
全員が6月に図工の学習で作り

ました。テーマは「大きなかばのなかまたち」。国語の学
習「町に大きなかばがやってきた」の発展で、グループ
に分かれてかばの仲間を作ったものです。

 羊・ライオン・象・パンダ・キリン・鳥・カンガルー・ヘ
ビ・ワニ・恐竜・クジラ・かばを全身で、想像性豊かに作り上
げました。材料集めから作製まで知恵を出し合い、力を合わせ
ながら楽しそうに取り組む子供達。のこぎりやかなづちにも果
敢に挑戦する姿に一段とたくましさを感じました。一回り大き
くなった4年生。皆様も機会があれば、是非一度ご覧ください。

1

 "アリーナが動物園になった"／ぼくらのサファリパーク／

打瀬でもジ ャガイモができる
 卒業を前にした 3 年生が「何か食べる野菜を植えて卒業した」との声があり、ジャガイモを植えてもらいま
した。ジャガイモは 3 月に入れば植え時です。しかし、ジャガイモを植えることに一抹の不安がありました。
植える場所の土は埋め立てた土です。折角植えても小さなジャガイモしかできないのではないか。その一方で、
テレビで見たイギリスの海岸で栽培しているじゃがいもの育て方を思い出し「できる」という確信もありまし
た。イギリスの海岸近くの農家では大きなジャガイモを作るのに海から海藻を採り肥料にしている。海藻が
ジャガイモによいのは海藻の中の成分がよい肥料になるのと思いましたが、もしそうなら日本の農家でも海藻
を使うはずです。日本の農家が海藻を使っているという話はあまり聞きません。そこで海藻は植物なので、植

物を肥料に使えば同じことだろうと考えました。
 ジャガイモを植える場所には落ち葉をたくさ
んすき込みました。6 月の末、こども達がジャガ
イモを掘りました。「すごい、すごい」という声
を上げていました。それもそのはずです。1 株か
ら 5 ～ 6 個のジャガイモが土の中から出てくる
からです。
 写真のように、握りこぶし大のものが 3 個は
ありました。1 株から 1Kg のジャガイモが出来
ました。
 打瀬の街で新しい夢がジャガイモ作りから見
つかりました。来年もまたという夢です
 ジャガイモ栽培に参加して見ませんか。

打瀬中から 校長 渡辺 昭

打瀬小から

教頭 宍倉 喜巳

土の中からゴロゴロと出てくるジャガイモ

もし、動けるのなら一緒に遊びたい。川にいるか

わいいカバだね。気持ちよさそう。川は遠いの？私

のところは海が近いよ。子供がいなくてごめんね。作れ

なかったの。一人でさびしくないよね。いろんな動物が

いるからね。たくさん仲間がいるからね。幸せそうだ

ね。仲良くしてね。子供もできるといいね。

歯がきれいだね。歯みがき何回しているの？カバサ

ン。元気でね。

前田 悠加

サファリパークの素敵な仲間たち




